
- 1 - 

 平成１９年１２月２０日

 

各  位 

                                              
会 社 名 ： プロミス株式会社  
代表者名 ： 代表取締役社長 神内  博喜 
問合せ先 ： 広 報 部 長 勝見  泰彦 
電話番号 ： （03）3213－2545  
（コード番号 8574   東証第一部） 

 
 
 

（訂正）平成２０年３月期中間決算短信の一部訂正について 
 
平成１９年１１月８日に発表いたしました「平成２０年３月期 中間決算短信」につきまして、記載内容

の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正を要する箇所及び訂正した箇所には＿を付しております。 

 

記 

 
 
訂正箇所【５ページ】 

１．経営成績 
 

(2) 財政状態に関する分析 

 

＜訂正前＞ 
 
当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。 

＜省略＞ 
投資活動によるキャッシュ・フローは、116,849 百万円の支出となりました。主な要因は、連結範囲の
変更を伴う関係会社株式の取得による支出 115,032 百万円であります。 

 

 

＜訂正後＞ 
 
当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。 

＜省略＞ 
投資活動によるキャッシュ・フローは、116,849 百万円の支出となりました。主な要因は、連結範囲の
変更を伴う関係会社株式の取得による支出 114,870 百万円であります。  



- 2 - 

訂正箇所【１４ページ】 
４．中間連結財務諸表等 
(1)中間連結貸借対照表 
 
＜訂正前＞ 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※2  70,494 155,578  69,833

２ 受取手形及び売掛金 ※1  4,228 456  3,013

３ 営業貸付金 
※2,3, 
4,5,6  1,574,586 1,868,792  1,491,835

４ 割賦売掛金   ― 59,856  ―

５ 買取債権   ― 24,148  ―

６ 短期貸付金 ※7  29,522 59,265  72,562

７ 繰延税金資産   51,021 65,287  59,648

８ 求償権   5,163 17,664  7,397

９ その他   33,556 40,933  33,512

 
＜訂正後＞ 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※2  70,494 138,778  69,833

２ 受取手形及び売掛金 ※1  4,228 456  3,013

３ 営業貸付金 
※2,3, 

4,5,6 
 1,574,586 1,868,792  1,491,835

４ 割賦売掛金   ― 59,856  ―

５ 有価証券   ― 16,800  ―

６ 買取債権   ― 24,148  ―

７ 短期貸付金 ※7  29,522 59,265  72,562

８ 繰延税金資産   51,021 65,287  59,648

９ 求償権   5,163 17,664  7,397

10 その他   33,556 40,933  33,512
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訂正箇所【１５ページ】 
(1)中間連結貸借対照表 
 

＜訂正前＞ 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   3,720 14,287  109

２ 短期借入金 ※2  137,342 247,906  137,122

３ １年内返済予定 

  長期借入金 
※2  146,236 187,713  130,986

 
＜訂正後＞ 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金   3,720 14,287  109

２ 短期借入金   137,342 247,906  137,122

３ １年内返済予定 

  長期借入金 
※2  146,236 187,713  130,986

 
訂正箇所【２２ページ】 
(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 ＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △1,061 △1,061 

２ 有形固定資産の売却 
による収入 

 29 29 

３ 無形固定資産の取得 
による支出 

 △1,704 △1,704 

４ 投資有価証券の取得 
による支出 

 ― ― 

５ 投資有価証券の売却 
による収入 

 103 103 

６ 関係会社株式の取得 
による支出 

 △1,416 △1,416 

７ 連結範囲の変更を伴う 
関係会社株式の取得に 
よる支出 

※2 △115,032 △114,870 

８ 貸付けによる支出  △2,775 △2,775 

９ 貸付金の回収による収入  109 109 

10 その他  4,896 4,735 

投資活動による 
キャッシュ・フロ― 

 △116,849 △116,849 
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訂正箇所【３６ページ】 

（表示方法の変更） 
 

＜訂正前＞ ＜訂正後＞ 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

(中間連結貸借対照表関係) 

１  前中間連結会計期間において、流動資産の「受取手

形及び売掛金」に含めて表示しておりました「割賦売

掛金」（前中間連結会計期間2,492百万円）は重要性が

増したため当中間連結会計期間より区分掲記するこ

とといたしました。 

 

２ 前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりました「買取債権」（前中間連

結会計期間9,265百万円）は重要性が増したため当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。 

３ 前中間連結会計期間において、無形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「ソフトウェア」

（前中間連結会計期間8,073百万円）は重要性が増し

たため当中間連結会計期間より区分掲記することと

いたしました。 

(中間連結貸借対照表関係) 

１ 前中間連結会計期間において、流動資産の「受取手

形及び売掛金」に含めて表示しておりました「割賦売

掛金」（前中間連結会計期間2,492百万円）は重要性が

増したため当中間連結会計期間より区分掲記するこ

とといたしました。 

 

２ 前中間連結会計期間において、「現金及び預金」に

含めて表示しておりました「譲渡性預金」（前中間連

結会計期間6,150百万円）は、「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成19年７

月４日）において有価証券として取り扱うこととされ

たため、当中間連結会計期間より流動資産の「有価証

券」（当中間連結会計期間16,800百万円）として表示

しております。 

 

３ 前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」

に含めて表示しておりました「買取債権」（前中間連

結会計期間9,265百万円）は重要性が増したため当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。 

 

４ 前中間連結会計期間において、無形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「ソフトウェア」

（前中間連結会計期間8,073百万円）は重要性が増し

たため当中間連結会計期間より区分掲記することと

いたしました。 

 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間において、その他の営業費用の

「その他」に含めて表示しておりました「債務保証損

失引当金繰入額」（前中間連結会計期間2,618百万円）

は重要性が増したため当中間連結会計期間より区分掲

記することといたしました。 

 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間において、その他の営業費用の

「その他」に含めて表示しておりました「債務保証損失

引当金繰入額」（前中間連結会計期間2,618百万円）は重

要性が増したため当中間連結会計期間より区分掲記す

ることといたしました。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 ―――――  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「買取債権の減少額（△は増加額）」（前中間連結会計期

間4,411百万円）は、重要性が増したため当中間連結会

計期間より区分掲記することといたしました。 
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訂正箇所【３７ページ】 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

＜訂正前＞  ＜訂正後＞ 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

 当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

※２ 担保に供している資産及び
その対応する債務 
イ)担保に供している資産 

 ※２ 担保に供している資産及び
その対応する債務 
イ)担保に供している資産 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

預金 3 

営業貸付金 99,383 

子会社貸付債権 97,022 

子会社株式 16,981 

その他 6 

計 213,397 
 

 

種類 
中間期末 
帳簿価額 
(百万円) 

預金 3

営業貸付金 99,383

その他 6

計 99,393
 

ロ)対応する債務  ロ)対応する債務 

科目 
中間期末残高 
(百万円) 

短期借入金 100,000 

１年内返済予定
長期借入金 

31,324 

長期借入金 65,067 

計 196,391 
 

 
科目 

中間期末残高
(百万円) 

１年内返済予定 
長期借入金 

31,324

長期借入金 65,067

計 96,391
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訂正箇所【４６ページ】 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

＜訂正前＞  ＜訂正後＞ 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

 当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定 155,578百万円

短期貸付金勘定 59,265百万円

計 214,843百万円

預入期間が３カ月を 

超える定期預金 
△2,575百万円

現先運用以外の 

短期貸付金 
△3,305百万円

現金及び現金同等物 208,963百万円

 
 
 
 
※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

株式の取得により新たに朝日

エンタープライズ㈱、三洋信販

㈱及びそのグループを連結した

ことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに同社株式の

取得価額との関係は次のとおり

であります。 

流動資産 496,771百万円

固定資産 122,135百万円

のれん 56,616百万円

流動負債 △275,768百万円

固定負債 △256,457百万円

少数株主持分 △ 28,265百万円

株式の取得価額 115,032百万円 

 ※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に記載されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定 138,778百万円

有価証券勘定 16,800百万円

短期貸付金勘定 59,265百万円

計 214,843百万円

預入期間が３カ月を

超える定期預金及び

譲渡性預金 

△2,575百万円

現先運用以外の 

短期貸付金 
△3,305百万円

現金及び現金同等物 208,963百万円

 
※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに朝

日エンタープライズ㈱、三洋信

販㈱及びそのグループを連結

したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びに同

社株式の取得価額との関係は

次のとおりであります。 

流動資産 496,771百万円

固定資産 122,135百万円

のれん 58,825百万円

流動負債 △275,768百万円

固定負債 △256,457百万円

少数株主持分 △ 30,635百万円

株式の取得価額 114,870百万円 

 



- 7 - 

訂正箇所【４７ページ】 

(有価証券関係) 
 
＜訂正前＞ 
 
２ 時価評価されていない有価証券 

前中間連結会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度末 

(平成 19 年３月 31 日) 
区分 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券    

 (1) 非上場株式 414 2,390 414

 (2) その他 432 266 368

 
＜訂正後＞ 
 
２ 時価評価されていない有価証券 

前中間連結会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度末 

(平成 19 年３月 31 日) 
区分 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券    

 (1) 非上場株式 414 1,839 414

(2) 譲渡性預金 － 16,800 －

 (3) その他 432 266 368

 
訂正箇所【５３ページ】 
６．中間個別財務諸表等 
(1)中間貸借対照表 
 
＜訂正前＞ 

 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  52,170 65,675 52,835 

２ 営業貸付金 
※2,3, 
 4,6 

1,273,379 1,183,965 1,193,876 

３ 短期貸付金 ※2,7 116,925 200,460 155,934 

４ その他  81,773 91,148 91,470 

貸倒引当金 ※9 △171,500 △241,200 △259,200 

 流動資産合計   1,352,749 88.0 1,300,049 89.5  1,234,918 89.1

 
＜訂正後＞ 

 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  52,170 48,875 52,835 

２ 営業貸付金 
※2,3, 
 4,6 

1,273,379 1,183,965 1,193,876 

３ 短期貸付金 ※2,7 116,925 200,460 155,934 

４ その他  81,773 107,948 91,470 

貸倒引当金 ※9 △171,500 △241,200 △259,200 

 流動資産合計   1,352,749 88.0 1,300,049 89.5  1,234,918 89.1
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訂正箇所【６５ページ】 
 
＜追加＞ 

(6) 表示方法の変更 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

 ―――――  (中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間において、「現金及び預金」に含めて

表示しておりました「譲渡性預金」は、「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号 平成

19年７月４日）において有価証券として取り扱うことと

されたため、当中間会計期間より流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

なお、譲渡性預金の残高は前中間会計期間末は6,150

百万円、当中間会計期間末は16,800百万円であります。

 
 

訂正箇所【６６ページ】 
 
＜訂正前＞ 

(6) 注記事項 
 
＜訂正後＞ 

(7) 注記事項 
 
 

訂正箇所【６７ページ】 

(中間貸借対照表関係) 
 
＜訂正前＞ 
 

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 
233,647百万円 

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 
320,830百万円

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 
282,939百万円

 

＜訂正後＞ 
 

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 
233,647百万円 

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 
320,739百万円

５ 偶発債務 

 (1) 信用保証業務の保証債務 
282,939百万円

 

 

 

 

 

以 上 


